
近年の業務実績　＜上下水道＞関連

年度 発注機関 業務場所 業務名称

2020
神奈川県
流域下水道整備事務所

神奈川県
相模川流域下水道 左岸処理場 重力濃縮槽越流分離液排水管改築実施設
計業務委託 県単建設(その7)

2020 京都府 城陽市 京都府 城陽市下水道施設耐震調査その１業務委託

2020 三重県 名張市 三重県
令和２年度（　　）第集管委５号
名張川改修に伴う下水道施設移設設計業務委託

2020
大阪府
東部流域下水道建設事務所

大阪府
寝屋川流域下水道　鴻池水みらいセンター
水処理外電気設備更新実施設計委託（Ｒ２－１）

2020 兵庫県 豊岡市 兵庫県 出特下　第1号　上野・桐野汚水調整池実施設計業務

2020 京都府 木津川市 京都府
２－水委－３６
吐師受水場耐震診断及び相楽西配水池他耐震補強設計業務委託

2020
埼玉県
荒川左岸北部下水道事務所

埼玉県 北部流域処理場６系水処理施設機械設備工事実施設計業務委託

2020 京都府 京丹後市 京都府
２施設（業務）第４４号
京丹後市公共下水道再構築基本設計業務（ストックマネジメント計画）

2020 大阪府 枚方市 大阪府 溝谷川ポンプ場耐震診断調査業務委託

2020 兵庫県 豊岡市 兵庫県 但特下　第2号　水石汚水調整池実施設計業務

2020 奈良県 大和郡山市 奈良県
公共下水道整備工事丹後庄町実施設計業務委託（第１工区）その１、そ
の２

2020
千葉県
企業局施設整備センター

千葉県 柏井浄水場西側濃縮槽設備更新設計業務委託

2020 奈良県 生駒市 奈良県 真弓浄水池耐震補強実施設計業務

2020 兵庫県 西宮市 兵庫県 津門川ポンプ場耐震診断業務

2020 京都府 南丹市 京都府
２下水委第１号　令和２年度　南丹市特定環境保全公共下水道事業（殿
田処理区）施設統廃合詳細設計業務

2019 宮城県 北部土木事務所 宮城県 大江川附帯水管橋詳細設計業務委託

2019 大阪府 豊中市 大阪府 令和元年度　庄内下水処理場水処理施設劣化補修計画策定業務委託

2019 大阪府 豊中市 大阪府 急速ろ過施設再整備詳細設計委託

2019 兵庫県 西宮市 兵庫県 下水道管渠整備実施設計業務（その２）

2019 京都府 福知山市 京都府 水道業第６号　堀山第３配水系統小口径推進工調査設計等業務

2019
神奈川県
川崎市上下水道局

神奈川県 令和元年度　麻生区ほか汚泥圧送管実施設計委託第５号

2019 長野県 上田市 長野県 社会資本整備総合交付金　下水道管渠実施設計業務委託

2019 兵庫県 神戸市 兵庫県 林田中部雨水幹線実施（基本・詳細）設計業務

2019 兵庫県 姫路市 兵庫県 船越山ポンプ場新設実施設計委託

2019 埼玉県 中川下水道事務所 埼玉県 中川流域処理場沈砂池ポンプ棟北側流入渠耐震設計業務委託

2019 大阪府 豊中市 大阪府 平成30年度庄内下水処理場水処理棟耐震改修実施設計業務委託
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2019 奈良県 三郷町 奈良県
三郷町下水道ストックマネジメント基本計画に基づく点検調査業務（第
１期）

2019 奈良県 葛城市 奈良県
第１－４０５号　下水道施設ストックマネジメント計画に伴う調査診断
業務委託

2019 岡山県 浅口市 岡山県 令和元年度　鴨方町四条原地区測量設計業務委託

2019 広島県 東広島市 広島県
令和元年度　東広島市下水道事業
御薗宇地区ほか汚水管渠基本・詳細設計業務（東01-1）

2019 三重県 鈴鹿市 三重県
平成３１年度（　　）第６９１号　鈴鹿北部処理分区実施設計（詳細）
業務委託

2019 奈良県 三宅町 奈良県
第５３１０１号　三宅町公共下水道ストックマネジメント実施方針策定
業務

2019 奈良県 上牧町 奈良県 下水道ストックマネジメント計画に伴う調査・診断業務委託

2019 奈良県 香芝市 奈良県 公共下水道工事に伴う設計委託（１９－補４）

2019 和歌山県 岩出市 和歌山県
平成31年度　下水整第27号
岩出市公共下水道（0019-27）管渠詳細設計業務委託

2018
神奈川県
川崎市上下水道局

神奈川県 平成３０年度　川崎区下水幹線実施設計委託第１６号

2018
京都府
京都市上下水道局水道部

京都府 伏見、鳥羽及び下三栖幹線配水管布設替工事に伴う基本設計委託

2018
大阪府
東部流域下水道建設事務所

大阪府 寝屋川流域下水道　川俣処理区　浸水対策検討業務委託（H30-1）

2018
京都府
京都市上下水道局下水道部

京都府 伏見水環境保全センター 実施設計委託（その１３）

2018 岩手県 盛岡市 岩手県 沢田第２配水場実施設計業務委託

2018
埼玉県企業局
行田浄水場

埼玉県 30行改第101号行田浄水場消毒設備等実施設計業務委託

2018
千葉県水道局
葛南工業用水道事務所

千葉県 原木大橋添架水管橋更新実施設計委託

2018 兵庫県 西宮市 兵庫県 武庫川水管橋補修工事実施設計業務

2018
大阪府
北部流域下水道事務所

大阪府
安威川流域下水道　中央水みらいセンター外　監視制御設備更新実施設
計委託

2018 京都府 和束町 京都府 マンホールトイレ設置整備事業実施設計業務委託

2018
静岡県
大井川広域水道企業団

静岡県
平成30年度大井川広域水道用水供給事業川口取水工上水専用施設耐震補
強詳細設計業務委託

2017 神奈川県 横須賀市 神奈川県 久里浜配水池更新工事に伴う配水池詳細設計業務委託（2）

2017 兵庫県 赤穂市 兵庫県 第 水-9 号 北野中浄水場地下水紫外線処理設備実施設計業務委託

2017 和歌山県 有田川町 和歌山県
平成28年度　町単第3号
有田川浄水場兼水道庁舎（仮称）基本設計業務

2017 兵庫県 神戸市 兵庫県 伊川谷町有瀬緊急時連絡管整備工事その2　設計業務

2017 京都府 京都市 京都府 洛西送水用幹線配水管布設（その3）工事に伴う測量調査及び設計委託

2017
長野県企業局
上田水道管理事務所

長野県 平成29年度　上田地区　諏訪形配水池　耐震補強測量設計業務
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2017
神奈川県
流域下水道整備事務所

神奈川県
平成28年度　相模川流域下水道　右岸幹線　新玉川沈砂池浸水対策詳細
設計業務委託　県単管理（その37）

2017 静岡県 浜松市 静岡県
平成29年度　社資交（防）防　地西公共委託第1号
参野雨水ポンプ場耐震診断実施設計業務（第1工区）

2017
（公財）東京都都市づくり
公社

東京都 福生市公共下水道熊川地区雨水管渠整備実施設計作業その2

2017
埼玉県企業局
水道整備事務所

埼玉県 29水整第153号文覚川横断工区実施設計業務委託

2017
京都府
営水道事務所

京都府
宇治系送水管路更新・耐震化工事業務委託（実施設計・久御山接続ルー
トその3））

2017 千葉県 市川市 千葉県 市川第1-3処理分区実施設計業務委託（2917）

2017 広島県 福山市 広島県 福山市汚水処理施設整備構想策定業務委託

2017 宮城県 仙台市 宮城県 今泉雨水ポンプ場設備改築詳細設計業務委託

2017 兵庫県 豊岡市 兵庫県 公下　第10号　三江東部汚水調整池実施設計業務

2017 京都府 京丹後市 京都府
29京丹下公委第1-2号
峰山・大宮処理区効率的な事業実施のための計画策定業務

2017 奈良県 宇陀市 奈良県
第29-Ｃ050号　社会資本整備総合交付金事業
宇陀川処理区榛原天満台地区カメラ詳細調査業務（1工区）

2017 京都府 京都市 京都府 伏見水環境保全センター　実施設計委託(その9)

2016 宮崎県 宮崎市 宮崎県 富吉水源地電気設備更新実施設計業務委託

2016 京都府 京都市 京都府 北山ポンプ場受水池他　耐震補強工事に伴う地質調査及び設計委託

2016 新潟県 五泉市 新潟県 第77号　五泉東部配水区　配水管布設替設計業務委託

2016
兵庫県企業庁
姫路利水事務所

兵庫県
揖2施第1号
揖保川・市川工業用水道　制水弁設置設計委託

2016 京都府 井手町 京都府 7上水委第4号　井手町水道事業計画変更業務委託

2016
埼玉県
荒川右岸下水道事務所

埼玉県 右岸流域処理場塩素混和池耐震補強設計業務委託

2016
神奈川県
流域下水道整備事務所

神奈川県
平成28年度相模川流域下水道
右岸処理場　水処理施設ＥＸＰ．Ｊ変位量算定業務委託　公共（その4）

2016
福岡県
直方県土整備事務所

福岡県 管路施設ストックマネジメント基本計画策定業務委託

2016 神奈川県 川崎市 神奈川県 大島雨水滞水池実施設計委託その4

2016 神奈川県 川崎市 神奈川県 平成28年度宮前区汚泥圧送管実施設計委託第10号

2016 島根県 隠岐の島町 島根県 公共下水道管路詳細設計（港町3工区）業務

2016 千葉県 船橋市 千葉県 臨海処理系統管渠実施設計業務委託（その4）

2016 和歌山県 和歌山市 和歌山県 亀の川第1排水区・毛見排水区基本設計業務委託

2015 京都府 井手町 京都府 井手町水道事業計画変更業務委託
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2015
千葉県
君津広域水道企業団

千葉県
改委第1号
十日市場浄水場薬品沈でん池耐震補強工事実施設計業務委託

2015
千葉県水道局
施設整備センター

千葉県 成田給水場高架水槽内面修理設計業務委託

2015
神奈川県企業庁
津久井水道営業所

神奈川県 企津第809号　荒句橋水管橋設計業務委託

2015 長崎県 島原市 長崎県 杉谷地区送配水管布設実施設計業務委託

2015 大阪府 豊中市 大阪府 平成27年度原田排水区外管渠改築実施設計業務委託

2015 大阪府 高槻市 大阪府
平成27年度高槻市
浸水被害軽減事業に伴う雨水貯留施設基本設計業務委託その2

2015 福岡県 福岡市 福岡県 西部水処理センター重力濃縮設備外更新実施設計業務委託

2015 広島県 東広島市 広島県
平成27年度東広島市公共下水道事業大沢中継ポンプ場
耐震診断調査業務委託

2014
宮城県
中南部下水道事務所

宮城県 平成26年度 大和浄化センター設備長寿命化詳細設計業務委託

2014 京都府 南丹市 京都府 6下水委第1号 平成26年度 南丹市下水道総合地震対策計画策定業務
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